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メディカル産業支援に積極的な県内産業支援機関とともに、

長野県の医療関連産業の拡大を推進していきます。

【長野県医療・健康機器開発支援ネットワーク参画機関による秘密保持】

情報収集先の企業又は団体等の担当者様から知り得た秘密情報は、長野県医療・健康

機器開発支援ネットワーク趣意書第８条の規定による秘密保持によって企業様又は団体

様等の承諾を得ることなく第三者に対して開示又は漏洩することはありません。

《 参画機関 》

公益財団法人長野県テクノ財団

一般社団法人佐久産業支援センター

ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構

飯田メディカルバイオクラスター

信州メディカル産業振興会
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活動内容

長野県医療・健康機器開発支援ネットワーク

支援スキーム

・製販企業とのマッチン
グ

・医療現場ニーズとの
マッチング

・メディカル機器分野
への参入支援

・公的資金の獲得支援
・研究会・セミナー開

催等

製販企業向けものづくり企業展示会

「本郷展示交流会」を過去６回主催

医療機器の製販企業等

長野県内
ものづくり企業

医療・健康機器開発支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
・長野県テクノ財団
・佐久産業支援センター
・諏訪圏ものづくり推進機構
・飯田メディカルバイオクラスター
・信州メディカル産業振興会

特長ある部品・
技術をご提案最適なものづくり

企業をご紹介

医療・技

術ニーズ

のご提示

公的資金
獲得支援
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企業名 特徴

２．極小孔径ろ過精度

 ㈱小松精機工作所

野村ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱

 ㈱イツミ

製品・部品・技術の紹介

各種UVランプと光応用

装置を製造販売

特殊無水銀UVランプに

よる除染脱臭装置

【東京都町田市】

（茅野市）

山梨大学医学部付属病

院歯科口腔外科様及び

松本歯科大学様との共

同研究により、歯科器

具用の器具除染用洗浄

器を製品化。また、こ

れを応用した汎用型器

具除染用洗浄器を開発

製品化しています。
汎用型器具除染用洗浄器

製造業登録

共同研究

製販企業様、製造業様

及び医療機関との連携

により、ニーズに応じ

た製品の開発及び製品

化に向けて、積極的に

取り組んでいます。
医療機器支援用サポート

アーム、フリーストップ

アームの開発・製造及び

販売

【岡谷市】

医療系実績 共同研究

試作対応

手術撮影ビデオカメラ

用アームと支柱スタン

ド（ベッド取付）

器具除染用洗浄器

特殊無水銀UVランプ
オゾン生成時にNOx
が発生しません。 3モード脱臭除菌装置

人工呼吸器ホース保持
用サポートアーム

小型ビデオカメラ用
アーム

独自開発のフリーストッ
プ機構を新製品のサポー

トアームに搭載

工業用内視鏡の専門メー

カー

【長野市】

㈱SPIｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

サイウィンド㈱

㈱オーク製作所

既存のΦ0.95ｍｍ工業用内視鏡
医療用への転用を開発中です。

既存のΦ1.8ｍｍ工業用内視鏡
医療用への転用を開発中です。

中空糸膜と各種成型技術を
ベースにした流体分離製品を
通して、お客様のニーズにお
応えする開発型フィルター＆
ホームアメニティカンパニー

【諏訪市】

直接的な医療機関・大

学との関係はありませ

んが、

既存､医療機器販売会

社との製品開発を完了

させました。

㈱ｷｯﾂﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾀｰ

ﾌﾟﾚﾊﾞｲﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ：人工心肺

装置用のﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ溶液交換

時の専用ﾌｨﾙﾀｰ

クリーンエアーガ

ン：サニタリー部品

の洗浄やチューブ内

の水飛ばしに最適

湿度制御装置：季節を

問わず、お好みの湿度

に制御可能。ヒーター

レス式で省エネ

・中空糸膜は有孔の0.01μｍ

迄製造

・多品種少量生産と大量生産を

同時に対応が可能です。

【尿流量率計外観】

医療系実績 試作対応

製造業登録

クリーニング機械(洗濯

機、乾燥機、プレス機)、

縫製工場用専用機の研究、

開発、製造

【原村】

病院、福祉施設等か

らの依頼で標準機の

みでなく専用の乾燥

機、殺菌機などを開

発提供しています。

ベッド車椅子洗浄乾燥機 マットレス専用殺菌機 多目的乾燥殺菌機

豊富な開発経験を持つ

技術屋集団として、さ

まざまな医療機器ニー

ズに対応した製品開発

を展開しています。

□医療機器開発受託

□医療機器開発製造

・第二種製造販売業

・製造業

医療機器のあらゆる
ニーズに挑戦します。
術具（メカ）～ME機器
（ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）まで

【塩尻市】

医療系実績 試作対応

製造業登録

医療機関・医療機器製

販業者との連携を視野

に入れて、現在、医療

用内視鏡のニーズを募

集中です。

腕時計や自動車の微細機

構部品・微細エネルギー

駆動部品を手掛けていま

す。加えて、医療機器部

品等の加工、微細加工に

最適なステンレス材料の

開発も行っております。

SESSA（中小企業医療

機器開発ネットワーク）

参加企業です。
結晶微細化ステンレス

nanoSUS® 線材
結晶微細化ステンレス

nanoSUS® 棒材、真直線

結晶微細化ステンレス

nanoSUS® 撚り線

・閃きが技術になる
・こだわりの結晶から

生まれた精度
・安定した量産対応

【諏訪市】 nanoSUS®を用いて試作

された内視鏡用処置具

医療系実績 共同研究

試作対応

ISO１３４８５保有

1個からの対応試作可能

大学等との共同研究実績有

医療機器製造業登録有

医療機器・部材取引実績医療系実績

製造業登録

ISO13485

試作対応

共同研究

医療機器製造販売業登録有製販業登録

クリーンルーム保有ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

製販業登録

製販業登録

共同研究医療系実績

製造業登録

開発事例：グリップ型持針器

・信州大学医学部教授のアイデア

・信州大学医学部との共同研究

・長野県企業による精密部品加工
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企業名 特徴

 ㈱シムノン

 高島産業㈱

 信州吉野電機(株)

 マイクロストーン㈱

 ㈱エスク

 大和電機工業(株)

 ㈱ＬＡＤＶＩＫ

製品・部品・技術の紹介

SUS304 t0.02～0.005mm刻み

で用意されたシム

ベッド車椅子洗浄乾燥機 マットレス専用殺菌機 多目的乾燥殺菌機

ｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾝｼﾑとして

t=0.005刻みで

t0.005mm～

t0.1mmのSUSレー

ザー加工品を提供

【飯田市】
SUS304 t0.1で作成したエンコーダ

精密微細技術と装置開

発技術を基に医療機器

開発・製造に貢献

【茅野市】

精密微細加工を基盤技

術として医療器具医療

機器の開発・製造を

行っています。

レーザー加工技術を用

いたステント、診断用

医療機器、鋼製機器

ISO13485を取得し医

療機器の品質管理体制

を構築しています。

金型（プレス＆樹脂）設

計製作、ＦＡ機器製作、

クリーンルーム内での成

形・組立、

IATF16949、

ISO14001認証取得

【塩尻市】

歯科矯正用器具向けＭＩ

Ｍ金型製作多数

（脱脂焼結前成形品）

MIM用

真空脱脂焼結炉保有

焼結可能：Fe SUS Ti

ｱﾙﾐﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（A5052)

比較で強度化と

軽量化を実現可能

歩行計測装置「THE

WALKING]をはじめ、

モーションセンサ及びそ

のソリューションシステ

ムまで一貫して提供

【佐久市】

「THE WALKING」は

国内の病院・医療系大

学70機関以上に採用さ

れています。

センサを2か所に装着し計測

する「THE WALKING」

理学療法士による歩行

指導のツールとして、

人間ドックなどで採用

されています。

センサからのデータ解析

アルゴリズムやソフト

ウェア開発も自社で行っ

ております。

モーションセンサのデバ

イスも自社開発・製造を

行っております。

MIM金属射出部品
レーザー溶接板金品
スケートスポーツ品
健康器具
製品開発設計・製作

【下諏訪町】
OEMストレツチ

健康器具

MIM金属射出成型品

精密金属形状品可能

YAGレーザー溶接

ﾚｰｻﾞｰ板金製品

SSS製

カーボンスケート靴

SUS,チタン材へのダイレクト

金めっき

（下地Niめっき無しでOK)

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑでの組立、検査

ISO9001、14001取得

設計から機械部品加工・

省力化機器製作まで対応

総合精密金属部品の開

発・製造・販売

密プレス、金型設計・製

作、精密線ばね、ホース

クランプ、イヤークラン

プ

【東京都千代田区】

（諏訪市）

医療・ ヘルスケア機

器研究会、日赤分科会

において、諏訪日赤病

院からの情報提供によ

り、医療部品の開発を

しています。

カテーテル治療にご使用頂け

る、カテーテル受け台
ホーミングマシンを使

用した金属加工

金属製の人工呼吸器用

ホース保持具

試作対応

医療系実績

共同研究

試作対応

製造業登録

共同研究

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

医療系実績 共同研究

試作対応

医療系実績 共同研究

試作対応

医療系実績

歯科矯正用ブラケット試

作開発事例あり

・精密MIM成形ベース

と微細金属プレス製

フタを金型設計製作

・MIM成形の実力値

一例：最小公差は図

面表記0.46+0.02/-0

その他技術開発として、

金属代替としてのCF成

形を提案します。

精密機械部品加工、精

密板金レーザー加工か

ら自社製品SＳＳス

ケートの開発製造まで

手掛けており、精密加

工技術生かした単品試

作小LOT品の製造をご

提案します。

SUS,チタンへのダイレク
ト金めっき（提案技術）
医療用機器基板への高信
頼性、高機能めっき、高
クリーンルームでの組立、
検査、加工部品の設計・
製作
【下諏訪町】

私どもは長年の技術経験

をﾍﾞｰｽに、自社保有の高

度な分析・解析機器を駆

使し、製品開発時には専

門の技術スタッフを配置

し、お客様に信頼される

「めっき技術」の開発を

目指します。

小ロットからの試作、量

産加工に対応します。

医療機関との連携はあ

りませんが、ミクロン

単位の超薄物加工技術

を有する精密加工板金

のオールラウンダーと

して、様々な業界への

納入実績があります。

ISO13485

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

レーザー加工技術を

用いたステント

精密加工技術を用いた医療

器具(幅60μmの加工)
形状記憶技術を利用した鋼製機器

医療部品として大学との共同開発品

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

歯科矯正用ブラケッ

ト試作開発品

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
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企業名 特徴

 岡谷精密工業(株)

 ㈱ヤマト

 ㈱イングスシナノ

 エーピーエヌ㈱

 ㈱ナルコーム

歯科業界65年以上の実績
や経験を元に様々な製品
を開発
【佐久市】

 ㈱ｻｲﾍﾞｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

 イデアライフケア㈱

お客様のウォンツに２つ
のとくいわざ（特異技＆
得意技）で応えます。
【岡谷市】

介護・看護現場からの
ウォンツを直接形にした
自社製品をはじめとし
て、パートナー企業様と
の共同開発や受託開発
等、様々なウォンツをイ
デア＝アイデア(idea)で形
にします。

製品・部品・技術の紹介

精密から超精密製品へ、

ハイクォリティの製品を

お届けします。

【岡谷市】

医療用クリップ
積層工法を積上積層可能

（側面） （天面）

高速での位置決めが可能な金属オス+金属メス、金

属オス+樹脂メス、樹脂オス+樹脂メス等あらゆる

多条ねじについて、オスメス同時加工可能です。

医療機器分野でも実際に使用されています。

偏芯部品加工。実際に医療機

器でも使用されている部品も

あります。

金属、樹脂、インサート等

様々なギアの加工が可能で

す。

医療器用ＬＥＤ

インジケータ基板

ハイパワーＬＥＤ

ﾍﾞｱﾁｯﾌﾟ実装
曲面へのフィルム

貼り合わせ
ＭＥＭＳ用気密封止

溶接機

医療機器及びヘルスケ

ア機器のプリント配線

板設計・プリント配線

板製造・ハーネスケー

ブル製造・部品調達・

実装及び製品組立て

【岡谷市】

高度管理医療機器（ク

ラスⅢ）の製品まで、

アートワーク設計から

対応している実績がご

ざいます。また、実装

工場はISO13485の認

証取得をしております。

医療器（保育器）向け制御基板

一枚から対応（試作・量産）

製造性を考慮した提案型設計

医療器（人工呼吸器）向

けハーネス

一本から対応（試作・量産）

医療機器向け通信ケーブル

一本から対応（試作・量産）

ジルコニアセラミックな

ど超音波加工による歯列

矯正具製造

医療機器メーカーか

らの開発実績・販売

実績があります。

イオン導入装置

パイオキュアー
歯周ポケット測定器

Pam（パム）
OEM受託開発

温度管理された地下

11mの加工技術セン

ターにて高精度の金属を

加工

【塩尻市】 精密金属床①(鏡面加工) 精密金属床①(鏡面加工)

医療系実績

医療系実績

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

医療系実績 試作対応

医療系実績

製造業登録

ISO13485

試作対応

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

板厚0.06のプレス品金属プレス品の曲げ・絞

り・打抜きプレス等、さ

まざまな形状の製品を高

精度に生産しています。

従来のプレス加工では難

しいとされている形状部

品・難加工品を手掛けて

おり、次々とお客様の要

望・要求にお応えして幅

広く製品化実現に寄与し

ています。

歯科技工物の超精密加工

に取り組んでおり、機械

加工のみで審美性のある

鏡面に仕上げることが特

徴です。

・ベアチップ実装による
製品の軽薄短小化

・曲面へのフイルム貼り
合せ（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ）

・ＭＥＭＳ素子の気密
封止パッケージ製作

【下諏訪町】

医療現場における院内感
染防止や新たな治療方法
の応用としてＬＥＤﾍﾞｱ
ﾁｯﾌﾟ実装が注目されてい
ます。
弊社は医療機関との連携
はありませんが、独自の
高密度実装技術を活用し
たモジュールを提供しま
す。
パネルディスプレイは設
計、調達、実装、検査を
一貫して対応します。

精密金属部品、精密プラ

スチック部品、多条ねじ、

偏芯部品、微細部品、ギ

ア部品、インサート成形

部品等図面一枚で完品ま

で加工

【諏訪市】

医療機器分野での活用

用途が広いと考えられ

る、「多条ねじ」「偏

芯部品」「微細部品」

「ギア部品」等を様々

な形状にて加工可能で

す。

医療用クリップはさまざ

まな形状にお応えできま

す。

積層積層工法：弊社では金型内で金属パーツを積上

げ積層にします。積層工法なので製品の中にも空洞

形状が可能です。

板エッチング品ではなくプレ

ス工法で精密バネを製造する

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

製販業登録

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

【らくらく移乗車椅子 乗助さんⅡ】
介護・看護現場からのウォンツを直接
形にした自社製品。少し腰を上げるだ
けで移乗が出来る床走行リフトです。

【あく戸ん】
看護現場からのウォンツを直接
形にしたシステム品。
居室外への徘徊検知センサーシ
ステムです。

【電子機器試作・実装技術】
グループ会社のイデアシステム㈱にお
いて、多彩な製造設備・多能工作業者
を備えており、多品種少量生産体制が
整っています。
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企業名 特徴

 ﾌｧｰﾏｯｸﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱

 ㈱エムケーセラ

 ㈱イクシス

 (有)フィット

 ㈱協和精工

 ㈱みやま

 宮坂ゴム㈱

高精細精密３Dプリン
ターによる造形品例

　　 徘徊感知器

 　

真空注型による金型
レス少量生産品例

製造販売業，製造業を取
得し，医療機器の開発か
ら薬機法までワンストッ
プで対応し、大手医療機
器メーカーにOEMで製品
を提供しています。

　整形外科用医療機器 　医療機器 　医療機器評価用
　疲労試験器

チタン陽極酸化処理

製品・部品・技術の紹介

ファインセラミックス・

超硬合金・新素材を使用

した部品を１個から加工

が可能

【豊丘村】

＜医療機関との連携＞

小型医療用機器用にジル

コニアやアルミナ材料を

主とした部品を製造して

おり、小径薄肉加工を可

能にしています。医療用

機器用の各種部品加工実

績があり、１個から量産

まで製作が可能です。

光学技術をベースにヘ

ルスケア/ライフサ

ポート商品企画・開

発・販売

【下諏訪町】

諏訪赤十字病院や中信

松本病院と連携した取

組みを行っています。

・安全装置用電磁ブレ

ーキ開発、製造

・医療機器向け機械精

密部品加工

・ユニット品設計､製造

【高森町】

医療機器向け電磁ブ

レーキ
医療機器向け切削部品(難

作材)＋接合品

精密切削基盤技術を応

用した一体加工・めく

ら穴加工品

切削技術+組立技術+電気

制御をまとめたデスペン

サー装置

他社成形 弊社成形

バリやパーティングラインが極小

な樹脂成形を実現 金属部品のPPS樹脂

化 実績多数

医療機器部品

（バリやパーティン

グラインが極小）

配合技術による機能性ゴ

ムの開発

【茅野市】

シーツクリップ Gyoromegane 健太郎 伝次朗

柔軟性のある鉛代替ゴムシート X線異物検査機の防護カーテン

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

医療系実績 試作対応

試作対応共同研究

医療系実績 試作対応

医療系実績

医療系実績

製造業登録

試作対応

内外径5μmクリアランス
セラミックスシリンダー&ピ

ストン

肉厚0.15mm
小型絶縁パイプ

外径2mm以下
微細絶縁部品

ＰＰＳ
※成形技術保有する国内
屈指の精密樹脂成形メー
カー
※成型時の流動性が高く
バリやガス発生するなど
極めて高度な成形技術が
必要
【茅野市】

応用

医療機器の外装品ASSY

（ワンストップで金属部品・

樹脂部品アッセンブリ対応）

シール

機能

部品の

実績有

医療機器部品製造の実

績があります。

整形外科関連製品を中

心に医療機器の設計・

開発，製造

【茅野市】

医療系実績 共同研究

試作対応

３Dプリンター、切削加
工、真空注型を活用して、
試作から金型レス少量生
産まで承ります。

【箕輪町】

諏訪圏ものづくり推進

機構諏訪赤十字病院分

科会と連携しています。

真空注型による複雑

形状一体成形ウレタ

ンゴム製品

訪問看護師のための

CVポート穿刺

シミュレータ

ブレーキ開発・製造、

精密機械加工のメー

カーとして、医療機器

部品の納入実績があり

ます。
※第50回グッドカンパ
ニー大賞優秀企業賞を
受賞しました。

けで移乗が出来る床走行リフトです。ステムです。 整っています。

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

自社 5つの強み

１．短納期・即対応

２．１個から製作可能

３．コストダウン対応力

４．スピード対応

５．海外拠点による海外対応

セラミックスの強み

・調和性（人体に影響をあたえにくい）

・耐薬品性（様々な薬品に対して侵されにくい）

・耐腐食性（防錆・形状が崩れにくい）

・耐熱性・耐摩耗性（熱に強く、素材が固い）

X線機器の電子部品の保

護シートに使われてい

る放射線シールド材

「ミヤトロンR」大型ゴ

ムシートは、

鉛不使用で環境対応品

です。

（X線機器メーカーとの

共同開発）
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企業名 特徴

 ㈱ナディック

 (有)日本光器製作所

 ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱

「金属からセラミック
へ」

【御代田町】

 ㈱アルカディア

 ㈱バイタル

 (有)中澤鋳造所

 シェルハメディカル㈱

小型位相差顕微鏡 口腔内上皮細胞
プレパラート用

メカニカルステージ
ディッシュ用

メカニカルステージ

製品・部品・技術の紹介

GS-8
しっかり肘まで洗えます

HS-72
既設の自在水栓に簡単設置！

VF-5SP
次亜塩素酸水専用自動水栓

第一種医療機器製造販売
業、医療機器製造業を取
得し、顧客ニーズに対応
した製品を試作段階から
量産まで対応していま
す。
医療機器メーカーへの納
入実績が多数あります。

各種手術器械
チタン材

特殊表面処理 ５軸マシニングセンタ 　　ワイヤーカット

VF-50F
水が途切れずに手洗いできます

精密プレス金型の設計を

主としておりますが特許

取得済の独自技術、自社

商品にも力を入れ、電子

電機、自動車、医療分野

等で評価を頂いています。

【須坂市】

「シートゲージ」におい

ては縫い針メーカー光学

機器メーカー、各種検査

部門、開発部門、大学等

あらゆる業界に納入実績

があります。

パイプ内面にバリの出ない

穴あけ工法「NIPPS」技術

※医療具 試作品

「シートゲージ」

検査、測定用精密フィルム

ゲージ。（カスタマイズ可）

精密プレス金型設計を基盤

とし独自工法の開発、デー

タ作成技術を応用 シートゲージ×マイクロスコープ

NIPPS技術

自動車重要保安部品に採用

医療系実績 試作対応

現場対応型各種顕微鏡

の開発・製造・販売

【青木村】

地元歯医者様や医療従事

者様からのご意見やご要

望、ご協力をいただきな

がら開発に取り組んでい

ます。

医療系実績 試作対応

医療系実績

精密板金、電子機器等の

設計製造

試作、小ロットの一貫生

産に対応

ISO9001認証取得

【上田市】

各種ニーズに迅速に対

応し、案件の早期開発、

早期製品化を実現しま

す。

各種ケーシング

設計・製造・配線

ステンレス製品

板金加工

試作対応

感染対策の重要アイテ

ム、センサー式手洗い

用自動水栓の開発、製

造及び販売

【佐久市】

感染対策用の自動水栓ラ

インナップの他、医療機

関のニーズに応じた感染

対策用の関連製品の開発

及び製品化のお手伝いを

いたします。

医療系実績 共同研究

試作対応

医療系実績 試作対応

自動車部品試作の経験か
ら精密木型による医療機
器製品（眼科・人工透析
機・医薬品・光学関連・
滅菌他）の製作、試作

【須坂市】

アルミ砂型鋳造製品で豊

富な経験を持ち、少量試

作、短納期を得意として

います。

精密木型の製作協力によ

り加工工程を削減。短納

期対応（最短7日）が可

能となり、結果的にトー

タルコストを下げること

ができます。

医療分野関連製品（眼科

用、歯科用、人工透析機

器部品）

設計図のない現物から

の製作例（諏訪太鼓製

作用万力型）

三次元曲線3ウェイ

スピーカー用筐体

医療系実績 共同研究

試作対応

製造業登録

共同研究

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

細菌分析用プレート多孔質セラミックプレート時計用穴石各種形状セラミック製品

当社独自の原材料配合のセラミックスは高強度で軽く、熱変形が少ないので高温高湿環境下で使え、可動部

品のコンタクトがあっても削れ難く、様々なシチュエーションで利用できます。

50年以上の生産・開発

の中で培われた技術と技

能。

耐摩耗性・耐熱性に優れ

たセラミックス部品はそ

の特性を活かし、新たな

付加価値を製品に与えま

す。

精密木型製作協力による

加工工程削減（コスト低

減）

製販業登録

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

整形外科手術器械の開発

設計・製造販売

【茅野市】
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企業名 特徴

 シナノケンシ㈱

 ㈱共進

 ㈱ケーエムケー

㈱協和

㈱西軽精機

セラテックジャパン㈱

㈱ﾀﾞｲﾔ精機製作所

製品・部品・技術の紹介

呼吸機器系医療機器に使

われるブロワ・コンプ

レッサを中心に、様々な

医療関連検査機器や設備

の駆動部分でソリュー

ションになり得るモータ

をご提案致します。

また、各種OEM・

ODM・受託開発をお受

けしております。

医療系製品例 非医療系製品例

呼吸器系医療機器用

4気筒コンプレッサー
呼吸器系医療機器用

ブロワ（現在開発中） ビジュアルデータロガー
視覚障害者向け

録音図書読書機

・精密モータ
（家電、事務機器、車載、
医療機器向け等）
・アクチュエータ
・システム機器
【上田市】

医療系実績

試作対応

切削加工・研削・カシメ接

合の3つの技術を柱とした

部品加工メーカー

【諏訪市】
かしめ接合を用いたカヌラとハブの接合 自動カシメ設備 CNC自動旋盤を160台所有

医療系実績

試作対応

製造業登録

医療機器メーカー向け

には切削はもとより、

独自技術の「かしめ接

合」を、従来第3部材を

使用している接合の代

替案としてご提案して

います。

プラスチック金型の製造
から立ち上げたプラス
チック部品の総合エンジ
ニアリングメーカー
そのノウハウを生かしプ
ラスチック部品をサポー
ト

【坂城町】

主要製品は、映像機器、

医療機器、自動車部品、

事務機器であり、医療機

器部品の取り扱い実績は

多数あります。

１個からのものづくりを提案致します。

企画段階の検討により、金型レスによる極少量生産の対応も可能です。

金型製作、射出成形と樹脂加工での量産管理のノウハウを生かし、品質特性とコストメリットから

お客様のニーズに合ったプランの提案が可能です。

（医療機器部品の実績）

医療系実績 試作対応

当社が長年培った電力・
インフラに求められる品
質保証体制と技術をベー
スに、医療分野の電子制
御機器事業に参入し、医
療機器の高度な機器制御
を、トータルソリュー
ションへつなげるネット
ワークを通じた各機器の
情報の共有化にお役に立
ちたいと考えております。 0402サイズの極小チッ

プから異形部品迄実装
(SMD、THD)

X線検査装置により
BGA等の実装検証で高
い品質保証体制

実装点数の多い製品に
も対応可能な高精度実
装装置ライン

インラインの画像検査装
置により半田状態の異常
を検出し品質の向上を

プリント配線板の設
計・部品調達・実装及
び検査を通じた品質保
証は、多様な実装技術
を基に高品質な商品を
提供
ＩＳＯ９００１取得、
高品質スルーホール実
装機保有
【佐久市】

Φ0.5からΦ35までの

チタン等の難削材加工が

得意

試作1ヶから量産まで対

応

【佐久市】

信州大学先鋭領域融合研

究群バイオメディカル研

究所と連携し、高機能・

高耐久型人工関節・脊椎

椎体スペーサーの開発を

行っています。

医療系実績 共同研究

試作対応製造業登録

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

共同研究

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

進化するﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ材料

の精密一貫加工

【長野市】

セラミックス、ガラス、

結晶物など加工が困難な

脆性材料をお客様指定の

形状に加工。独自のノウ

ハウと多彩な加工レパー

トリーで市場ニーズにお

応えし広範囲の業種と企

業へ当社技術を提供して

います。

試作対応共同研究

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

【前後の工程も含めトータルで加工が可能】
切断・研削・研磨・蒸着までトータルで加工ができ
るため、品質や納期の一元管理が可能です。また、
鉛など特定化学物質が含まれる素材も対応しており、
小ロット加工から量産に向けた計画の立案や工程設
計なども行います。

【進化するマテリアルに、進化するプロセッシングで応える】

当社技術は医療機器の基幹部品に採用されるなど多岐にわたり

医療分野で活用されております。また研究開発段階から携わる

事で、進化する材料や市場ニーズに応えるべく、加工技術向上

に常に挑戦しています。

6条ネジの様な多条ネジか

らボーンスクリューの様

な特殊形状のネジ加工が

できます。

内径六角加工、キーミゾ加

工を旋盤内にて同時加工で

きます。

機内同時加工にて偏芯加

工をする事で高精度な加

工ができます。

測定器も充実。品質に力

を入れています。

あらゆる金属の超精密切

削加工が可能

医療機器分野でも試作・

開発から「ダイヤのよう

に輝く技術でサポート」

致します

形状オーダーメイド対応 カテーテル部品 精密ネジ 微細穴加工技術

ピンセット

今年度内に医療機器 製

造業登録予定。東北大、

東洋大と共同研究の実績

あり。67年間の培った技

術で試作開発から一貫受

共同研究

試作対応

ISO13485
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企業名 特徴

(有)米山金型製作所

微細加工技術で明日の医
療に貢献！　　 　　.

【下伊那郡松川町】

㈱ワカ製作所　松本工場

多様設備で設計から組立
まで一貫生産を実現

【東京都新宿区】
（安曇野市明科）

　　　　１　目　的
　　　　　 県が策定した「長野県医療機器産業振興ビジョン」に
 　　　　基づき、県内企業による医療機器の開発・事業化を促進

　　　　２　設置形態
　　　　　　長野県が県テクノ財団に委託して設置
　　　　　　県テクノ財団では信州大学と連携して体制構築
　　　　　　医療機器業界や薬機法等に精通した支援メンバーを揃える

　　　　３　活動内容
　　　　　 企業・医療機関・大学等からの開発ニーズ・シーズ探索

　　　　　　医療機器等開発相談
　　　　　　開発を目指す医療機器の市場性の検証・アドバイス
　　　　　　薬事承認や保険収載戦略へのアドバイス
　　　　　　医療機器の試作・試験等への負担金支援
　　　　　　研究開発資金獲得支援、医療系ＶＢ支援
　　　　　　法規制等の専門的セミナー
　　　　　　製販企業とのビジネスマッチング

製品・部品・技術の紹介
美しさを追求する微細加
工技術を武器に、パーツ
加工～金型製作～試作成
形まで付加価値の高い製
品をお届けします。

信州医療機器事業化開発センター

当工場はプレス・射出成
型・挽物といった加工機
械を揃えており、設計開
発から部品・製品を組立
まで”一貫生産”できる
を売りにしております。

ピンセット

試作対応

【マイクロニードルマス

ター】

ロケット形状針タイプ

【マイクロ流路金型】

複合流路タイプ

材質 ： SUS420J2 

【マイクロ流路成形品】

複合流路タイプ
材質 ： COP

仕
様
打
ち
合
わ
せ

見
積
も
り

受
注

設
計
・
開
発

加
工
・
部
品
調
達

組
立
・
検
査
・
出
荷

プ
レ
ス

成
形

挽
物

メリット：
１．顧客の管理コスト削減
２．物流コストの削減
３．納期短縮、その他

試作対応共同研究
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■開催時期

　６月、８月、１０月、１２月、２月

■会場

　医科器械会館

　東京都文京区本郷３－３９－１５

■特徴

　・製造販売事業者の医療ニーズと長野県ものづくり企業

　　の技術シーズをマッチングし、共同開発のきっかけを

　　作ります。

　・事務局による医療機器メーカーと長野県ものづくり企

　　業の個別マッチングに係る可能性調査を事前に実施し、

　　商談会当日の成果を最大限まで高めます。

長野県ものづくり企業と
医療機器メーカーとのミニ商談会 in 2019
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＜お問い合わせ先＞

公益財団法人長野県テクノ財団

信州医療機器事業化開発センター
〒380‐0928長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階

TEL 026-226-8101 FAX 026-226-8838

Email me-techno@tech.or.jp   http://www.tech.or.jp/

写真提供：長野県観光機構

戸隠そば畑（写真提供：長野県観光機構）

柿すだれ市田柿（写真提供：長野県観光機構）
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